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Microsoft Azureとは
Azureは、マイクロソフト社が世界的に展開しているクラウドサービスです。

マイクロソフト社が企業向け製品の開発・販売で培った経験やノウハウを元に開発された、

企業利用に最適なクラウドサービスです。

◼ Microsoft Azureの特長

世界最大規模のデータセンター網、
国内でBCPが可能

利用分だけ支払う従量課金制による経済性
（Azure CSPプログラムの場合）

豊富なサービス群の組み合わせによる、
柔軟性あるシステム構築

◼ IoTに最適なMicrosoft Azure

多様な業種向けの
IoT向けサービスが充実

人工知能（AI）サービスを
APIとして提供

世界最高水準のセキュリティ

◼ Azureの主なIoT向けサービス

https://esg.teldevice.co.jp/iot/azure/aboutazure/
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Microsoft Azure 提供の流れ

Azureのお得で便利な契約方法のご案内

Azureの最新契約形態「CSPプログラム」を

利用することで多くのメリットが得られます。
マイクロソフト認定の

クラウドディストリビューター

貴社

従量課金で

お得に使える

導入から運用までを

トータルでサポート

月次請求、後払いで

使いやすい

⚫ 使用料に応じた従量課金契約のため、オー

プンライセンスなど一括購入や年次契約の

方式に比べて、少額でのスモールスタート

が可能です。

⚫ オンプレミスに比べるとハードなどの初期

費用や運用保守が不要なため、お得で簡易

的なシステム運用が実現できます。

⚫ 月末までの利用料を翌月請求によりお支払

い頂きます。

⚫ 利用部門ごとのご契約であれば請求書を分

けることも可能です。

⚫ 導入コンサルティングから、設計支援、開

発・構築まで要件に応じたサポートサービ

ス（有償）のご提供が可能です。

⚫ Azureの24時間365日の監視、障害対応、

運用保守をワンストップでサポート（有

償）します。
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東京エレクトロンデバイスは、Azureの最新契約形態である

「CSPプログラム」を提供できるクラウドディストリビューター

です。Azureのライセンスを柔軟な契約形態でご提供し、導入か

ら運用までトータルサポートでお客様のビジネスをご支援します。



Azureの最新契約形態「CSPプログラム」と
他の契約形態との比較

関連情報

CSP
(Cloud Solution Provider)

オープンライセンス
EA

(Enterprise Agreement)

オンライン
サブスクリプション

契約対象 法人のみ 法人のみ 法人のみ 全ての方(個人含む)

最少契約数 ユーザー数１以上 ユーザー数１以上 ユーザー数500以上 ユーザー数１以上

契約期間 いつでも解約可能
いつでも解約可能

(プリペイド利用期間：12か月)
3年間 いつでも解約可能

お支払方法 従量課金(後払い) 100ドル単位のプリペイド式 年間コミット額のプリペイド式 従量課金(後払い)

請求書の発行/申込 東京エレクトロンデバイス リセラー リセラー マイクロソフト

サポート 東京エレクトロンデバイス マイクロソフト マイクロソフト マイクロソフト

単月から従量課金で
使える便利な契約形態！

既に「CSPプログラム」以外の契約をお持ちの場合もCSPプログラムへの

移行が可能です。東京エレクトロンデバイスまでご相談ください。

https://esg.teldevice.co.jp/iot/azure/csp/migration.html
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⚫ リソースをできるだけ外出ししたい

⚫ ビジネスの変化が激しく IT に柔軟性を
持たせたい

⚫ メインデータセンターとしてのクラウド

⚫ 開発、検証の一時的なリソース

⚫ 需要のピーク時に活用

⚫ サブ データセンターとしてのクラウド

⚫ クラウド活用をまずは始めてみる

⚫ バックアップのコスト削減

社内インフラへのAzure有効活用のご案内

社内インフラにAzureを検討中の方へ

Azureをインフラの利用目的や課題に応じて有効的に活用できます。

■オンプレミスサーバーのクラウド化にもAzureは有効 ■運用管理コストの低減や災害対策にも対応

既存データセンター既存データセンター

HTTPS

※要件によって VPN や
ExpressRoute も可

ExpressRouteVPN

基幹ワークロード対応 IaaS

クラウド全面移行

拡張型 IaaS

需要変動に対してクラウド活用

災害対策、バックアップ型
いざという時にクラウドを使う

Azureの主なサービス

Azure Backup / Azure Site Recovery / 

Azure File Sync

Azureの主なサービス

仮想マシン / 仮想ネットワーク / サイト間 VPN

Azureの主なサービス

仮想マシン / 仮想ネットワーク / ExpressRoute

Azure
データセンター

Azure
データセンター

オフィス既存データセンター

ExpressRouteVPN

Azure
データセンター
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⚫ 装置から収集したデータを
リアルタイムで分析

⚫ 分析結果から故障予兆を検知し、
アラート発信

⚫ 蓄積したビッグデータで再学習し、
モデル精度を継続的に向上

Azure Machine Learningとは
機械学習をするために必要なアルゴリズム、
リソースが豊富に用意されたサービスです。
GUI操作のみで簡単にサービス実装できます。

機械学習による装置の故障予測

Azureを活用したモデルケースのご案内

IoT・AI 活用を検討されている方へ

AzureはAI、デバイス接続、データ処理・格納、分析、可視化など、IoTをはじめ幅広いサービスが提供可能です。

目的に合わせた最適なサービスを組み合わせることでビジネスをスピーディーに開始できます。

⚫ AIの知識がなくても独自のAI画像判定
モデルを簡単に作成可能

⚫ 作成したAIモデルをクラウドからエッジ
デバイスに配置し、エッジ側で実行

Custom Visionとは
数十枚の画像と画像を説明するラベル情報の
みで、様々なプラットフォームで利用可能な
AI画像判定モデルを生成します。

エッジデバイスでのAI画像判定

⚫ デバイスやセンサーを容易に接続

⚫ 用意されている項目を選ぶだけで
簡単にデータを可視化

⚫ ノンプログラミングで、アラート通知、
機器制御が可能

IoT Centralとは
クラウドの専門知識がなくてもIoTデバイスを
大規模に接続、監視、管理できるIoTサービス
です。

機器稼働状況の可視化

Azure 機能紹介 Azure 機能紹介 Azure 機能紹介
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東京エレクトロンデバイスのビジネス支援のご案内

システム開発・販売を行っているお客様へ

販売支援 マーケティング支援技術支援

⚫ リード顧客のご紹介

（開発／運用委託、協業ビジネス展開）

⚫ 契約／請求管理が可能なクラウドリセラー様

向けツール（CP-WEB）のご提供

⚫ IoTビジネスにおけるセンサー／

ハードウェア選定、およびパートナーの紹介

⚫ マイクロソフト製品専任エンジニアによる、

Azureの構築に対するエンジニアリング

サポート

⚫ クラウドリセラー様向けの

技術トレーニング

⚫ 弊社オリジナルIoTキット、

およびその他技術情報共有

⚫ 展示会の共同出展、

セミナー・トレーニングの共同開催、

メール配信プロモーション

⚫ デジタルマーケティング支援

（メディア媒体を利用しての拡販支援）

東京エレクトロンデバイスは、Azureを活用したビジネスを推進される企業様（クラウドリセラー）に対して、

販売・技術支援、協業活動、マイクロソフト社施策の共有などを通じて、ビジネス発展をお手伝いします。

https://esg.teldevice.co.jp/iot/azure/csp/reason/partner.html
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Azureを活用したビジネス支援プログラムのご案内

クラウドサービスを提供されているお客様へ

東京エレクトロンデバイスは、クラウドサービスを提供されているお客様に、

Microsoft Azureを活用したビジネス支援プログラムを多岐にわたって提供させて頂きます。

お得で便利な契約条件

月次従量課金、後払いなどスモールスタートに相応しい契約条件

を１ユーザーからご利用可能です。

東京エレクトロンデバイスが提供する契約形態（CSP）とその他の比較

CSP
(Cloud Solution Provider)

オープンライセンス EA
(Enterprise Agreement)

オンライン
サブスクリプション

契約対象 法人のみ 法人のみ 法人のみ 全ての方(個人含む)

最少契約数 ユーザー数１以上 ユーザー数１以上 ユーザー数500以上 ユーザー数１以上

契約期間 いつでも解約可能
いつでも解約可能

(プリペイド利用期間：
12か月)

3年間 いつでも解約可能

お支払方法 従量課金(後払い)
100ドル単位の
プリペイド式

年間コミット額の
プリペイド式

従量課金(後払い)

請求書の発行
/申込

東京エレクトロンデバイス リセラー リセラー マイクロソフト

サポート 東京エレクトロンデバイス マイクロソフト マイクロソフト マイクロソフト

請求業務、利用状況管理が簡単

エンドユーザー様のAzureご利用状況やご請求の確認が可能な

TEDオリジナルのシステムを無償提供します。

Azure技術サポートの提供

⚫ エッジデバイス開発からクラウド設計までの技術支援

⚫ IaaS、PaaS、IoTキット等ハンズオントレーニング実施

（横浜・大阪・名古屋・オンサイト）

サポートサービス

障害時の問い合わせ対応から、 24時間365日のAzure監視まで、

システムの運用を保守サポートします（有償）。

ポータルで可能なこと（一部）

⚫ エンドユーザーからのオーダーを
Webで受付可能

⚫ 日々の利用料金の状況が、エンド
ユーザー自身で確認可能

⚫ 請求書、明細書のダウンロードが
可能

顧客

Azure

https://esg.teldevice.co.jp/iot/azure/csp/partner.html
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会社概要

会 社 名 東京エレクトロンデバイス株式会社

設立年月日 1986年3月3日

代 表 者 代表取締役社長 徳重 敦之

上場証券取引所 東証一部（証券コード：2760）

資 本 金 24億9千5百万円

売 上 高 1,353億9千4百万円（2020年3月期）

従業員数 連結: 1,216名（2020年3月31日現在）

本社所在地 神奈川県横浜市神奈川区金港町1-4 横浜イーストスクエア

Microsoft Japan Partner of the Year
Internet of Things (IoT) Award 

2年連続受賞

Windows Embeddedライセンスの
販売パートナーとして

25年の実績

東京エレクトロンデバイスは、半世紀にわたる半導体商社の活動を背景に、デバイスメーカーやITベンダーとの信頼関係を構築しています。

製造業での実績を豊富にもち、おかげさまで多くのお客様に技術力で選ばれています。

主な事業内容

マイクロソフトとのパートナーシップ

9



東京エレクトロン デバイス株式会社
クラウドIoTカンパニー エンベデッドソリューション部

URL: https://esg.teldevice.co.jp/iot/azure/

TEL: 045-443-4021
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